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はじめに

オンライン授業の考え方



コマ 時間 第1グループ 第2グループ

１ 9:00～9:40 １時間目

２ 10:00～10:40 １時間目

３ 11:00～11:40 ２時間目

４ 13:00～13:40 ２時間目

５ 14:00～14:40 ３時間目

６ 15:00～15:40 ３時間目

従来の授業数の半分のイメージ

授業外の時間をどうするかが重要



「（教師が）教える」→「（生徒が）学ぶ」

Teach から Learn への質的転換

教師 生徒

今まで 教える ？
これから ？ 学ぶ



「（教師が）教える」→「（生徒が）学ぶ」

Teach から Learn への質的転換

教師 生徒

今まで 教える 習う
これから 引き出す 学ぶ



わかりやすく丁寧に

教える

生徒の可能性を

引き出す

与えられるものを

習う

主体的・対話的に

学ぶ



学校という場の最大の価値は・・・

「集団の多様性」

「時間と空間の共有」

※多様な人が集まって、時間と空間を共有し
なくてもできることは？

※多様な人が集まって、時間と空間を共有し
ないとできないことは？



オンライン授業のデザインのために

①目的や到達目標を明確に

②「生徒が自分でできること」と「生
徒が自分/自分たちではできないこと」
を把握

③生徒にどのような支援が必要か

④授業は「時間と空間を共有しないとで
きないこと」を中心に



実践事例１
高校２年生物

「教科書に沿った内容の学習」

40分×3回
（本来は、週4時間×２＝8時間）



今回のオンライン授業の目標

• 細胞、タンパク質に関する基本的な概念
を身につける。

• 教科書を中心に自学し、授業時間に必要
なコミュニケーションを取りながら、自
己の課題を解決することができる。



授業の流れ

各自で課題に取り組む

概要の講義（15分）
課題へのコメント（5分）
生徒同士の対話（15分）
質問への対応（5分）

振り返りシートの記入

スクールタクト
に記入・共有

Slido
で共有

Googleフォーム
で記入



扱った内容

授業① 生体を構成する物質

授業② タンパク質の構造と性質

酵素とその働き

授業③ 生体膜のはたらきと構造

細胞の構造と機能



授業資料の紹介

• 課題

• オンライン上の資料の共有

• 参考資料





実践事例２
高校1年理科

「科学技術の発展に関する探究課題」

40分×2回
（本来は、週2時間×２＝4時間）



探究のイメージ

？ ！

【学ぶ】

【問う】



？ ！

【学ぶ】

【問う】

①
興味を
もった内容

②
テーマ
（問い）

③
情報収集
観察実験

④
問いに
対する解

⑤
次の
テーマ

テーマ設定の
理由も重要



課題の内容

①テーマ（問い）

②テーマ設定の理由

③内容の説明

④さらに知る必要のあること

⑤さらに探究したい問い・テーマ

⑥参考資料



今回の課題の目的
• 科学技術の発展に関する「問い」を立て、
自分なりの方法で解決を試みる。

• 様々な情報にアクセスし、情報自体の信
頼性・妥当性を検討し、何が見えていて
何が見えていないかを判断することがで
きる。

• アイディアを成果物という形にする練習
をする。



4/13【ガイダンス】
課題提示

4/16【オンライン授業①】
「問い」の共有、教員からのコメント

グループワーク
成果物作成の説明

振り返りシートの記入

スクールタクト
に記入・共有

Googleフォーム
で記入

各自で「問い」を作る



4/23【オンライン授業②】
代表者数名のプレゼン（画面共有）

教員のコメント
グループワーク
相互評価の説明

スライドの相互評価
振り返りシートの記入

スクールタクト
で共有

Googleフォーム
で記入

各自でプレゼン作成

Keynote
で作成

スクールタクト
で相互評価



4/16（木）までの課題

科学技術の発展に関する「問い」を
作り、スクールタクトに記入する。

【例】「人類と感染症」に関しての問い

Why：なぜ感染症は長い間治療できなかった？なぜ
治療できるようになった？

When：いつどんな感染症が発生した？いつどのよ
うな研究成果があった？

Who：誰が感染症治療研究に貢献した？

How：感染症はどのように広がる？感染症はどのよ
うに治療できる？



課題への取り組みのサポート

• 課題プリントの共有

• Gmailでの質問の受付





高１オンライン授業
第１回

４月１６日



今日の流れ

• スクールタクト、Googleクラスルームの確認

• 課題の確認と「問い作り」 １５分

• グループワーク ２０分

• プレゼンスライド作成について ５分

• 終了後、「質問・雑談ルーム」として開放



「課題」に関する考え方

• 今回の課題は「1学期平常点」に入ります。

• 「強制的に無理やりやらせる」ことは想
定していません。「楽しく」「自分なり
の意味を見いだして」取り組んでほしい
と思っています。



「問い」作りの意味

①人生が楽しくなる
色々なことに「問い」がもてると、世界の見
え方、感じ方が変わります。

②社会で役に立つ力が身につく
• 課題発見力、課題解決力

過去：問題 多 答え 少

現在：問題 少 答え 多
（山口周『ニュータイプの時代』より）



課題への取り組みのサポート

• 資料の提示

提出状況を見て、実例を使って説明

• Gmailでの質問の受付



4/22（水）までの課題

科学技術の発展に関する「問い」を基にし
たプレゼンテーションを作成する。

→Keynoteで作成

→①PDFに変換し、スクールタクトに貼り付け
る。

https://help.schooltakt.com/ja/articles/1539634-画像やpdfを取り込む

②元ファイルはコメント欄に貼り付ける。

→代表者数名に４月２３日にプレゼン依頼

https://help.schooltakt.com/ja/articles/1539634-画像やpdfを取り込む


高１オンライン授業
第２回

４月２３日



高１オンライン授業
事後課題

スライドの相互評価



目的

・他者のスライドから良いアイデアや技術を学ぶ。

・他者のコメントから自分の成果物を改善するア
イデアを得る。

課題

スクールタクトで、代表プレゼンのあった生徒や
同じクラスの生徒など、好きなスライドを選び、
最低１０個のスライドに対して「コメント」
をする。

また、良いと感じたスライドに対しては「いい
ね」をつける。



見てほしい作品の共有



コメント回数のカウント



他の先生方の
実践事例の紹介



事例１ 数学



事例２ 生物



事例３ 国語



事例４ 美術



事例５ 化学



事例６ 化学・HR


